
2022年9月16日（金） ちゃんと13

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、10:00～19:00、

22:00～翌7:00　※時間前後要相談
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

製造

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

パンが
 良い匂い♪

恵庭 パ 製造

〒061-1406 恵庭市和光町4丁目7番15号

採用係0120-35-4549

衛生知識が身につく!
希望に合わせて増やすことが可能です

お気軽にお電話ください。 詳細は面談にて。

メリーさん（家事スタッフ） 自宅からお客様先へ
直行直帰のお仕事です。

お客様係

恵み野地区 
担当者募集!

子育て中のママさんも多数活躍中です!!
自宅から直行直帰スタイルです。

掃除スキルUPで 
自宅もキレイ！

仕　事▶  固定のお客様先の家事・ 
お手伝いサービス（1回2h以上）

資　格▶  家事が好きな方
給　与▶ 時給950円（実稼働時給）
勤務先▶ 千歳市・恵庭市・北広島市 

仕　事▶ レンタル商品の交換及び、商品やサービスのお知らせを
するお仕事です。 （荷物はご自宅まで配送致します。） 
※4週に1回お仲間とのミーティングに参加 
　していただきます。受け持ち約30～100軒程度 
※応相談（実働2～5h程度/1日）

資　格▶ 普通自動車免許、人と会うのが好きな方
給　与▶  月14,000～35,000円 

※ 時給換算1,600～2,100円、歩合制、 
月/5万円以上も可能です！

勤　務▶ 週1日コース
勤務先▶ 恵庭市内　※特に恵み野地区、文京、大町地区

千歳・恵庭・他 委 商品交換等ア 家事代行 千歳

0123-21-8892応募
千歳市住吉 
5丁目1-24ちとせスマイル保育園認可保育所

資　格▶栄養士資格あれば尚可
給　与▶ 【準社員】月150,000～

170,000円　 
※資格手当(栄養士)12,000円、 
　住宅手当5,000～10,000円 
【パート】時給960～1,040円　 
※手当含む

時　間▶8:30～15:30
勤　務▶シフト制 ※パートは週3～4日程度
待　遇▶ 社保完備、通勤手当(5千～2万円)、

子ども手当（5千～1万円/未就学児）、
準社員のみ年2回賞与有

準 パ 調理員

子ども手当支給
（小学校就学前のお子様が対象）

担当
澤崎

調理員募集

電話連絡の上、写真付履歴書を送付ください。
電話の際は、「Q人ナビをみた」とお伝えください。

美容室 Just Cut 花園店・恵庭店

資　格▶ 美容師免許
仕　事▶ サロン業務全般（カット・カラー・パーマ他）
時　間▶ 8:30～17:00の間で応相談
休　日▶ 定休日（日・祝）、その他シフト制
給　与▶ スターティング時給1,200円（入社から3ヶ月間）

3ヶ月後から保証給＋歩合給 
例）月8万円前後（週2～3日勤務、実働6h/日）

待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料P有）、正社員登用有
勤務先▶ 美容室 Just Cut 花園店もしくは恵庭店

主婦の味方！曜日、時間など働き方ご相談ください！
希望収入に合わせて働けます。お知らせください。

<花園店> 〒066-0028 千歳市花園1丁目3-10
<恵庭店> 〒061-1448 恵庭市相生町1-5-20

1,200円
スターティング時給

扶養内OK

残業なし

急募

車通勤可（駐車場会社負担）

〈CEPホールディングス㈱〉〈受付/平日 9:00～16:00〉
 0120-04-3933〈採用専用〉

千歳・恵庭 ア パ 美容師

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、 

無料駐車場完備、服装自由

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー 千歳市東雲町
1丁目9-6

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳 ア 荷物の仕分け

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有 
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）、 

65歳未満（定年雇い止めのため）
待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、社会保険

完備、作業服貸与、有給休暇有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

女性も多数
  活躍中！

トヨタカローラ札幌
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

★ 短時間・扶養内勤務も同時募集！

恵庭 契 洗浄ライン作業

資　格▶看護師または准看護師
給　与▶ 【看護師】月給210,000円～【准看護師】月給185,000円～ 

※別途夜勤手当支給
時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 

③17:00～翌9:30　※①～③のシフト制
休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士もしくは実務者研修修了者
給　与▶ 月給150,000円～ 

※処遇改善手当支給（年3回） 
※別途夜勤手当支給

時　間▶ ①7:00～15:30　②9:00～17:30 
③11:00～19:30　④17:00～翌9:30

休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

資　格▶介護福祉士
給　与▶ 月給150,000円～　※処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶  8:45～17:15
休　日▶ 週休2日制　※シフト制（土曜営業） 

※祝日・年末年始（12/30～翌1/3）はお休みです。

資　格▶作業療法士
給　与▶ 月給200,000円～ 

※経験年数に基づく規定により決定
時　間▶ 9:00～17:30
休　日▶ 週休2日制（年間休日120日以上）

クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 

職員募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月～金）9:00～17:00

［正職員］ 看護師・准看護師

［正職員］ 介護職員（入所）

［正職員］ 介護職員（通所リハビリ）

［正社員］ 作業療法士

★ 正職員の給与は資格や経験に応じて変わります。 
【月給例 】 正社員：介護福祉士・経験10年の方の場合 

月給/175,400円+住宅手当・交通費

《全体共通項目》
待　遇▶ 各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費規定支

給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、昇
給年1回、賞与年2回

千歳 正 看護師､准看護師、作業療法士、介護職員

千歳・恵庭 派 ①製品・資材の運搬業務②製品の製造補助・運搬・設備メンテ

WEBサイトで手軽におシゴト探せます

まずはアクセス！

外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ
https://chanto.biz/qnavi/

いつもの
移動時間

でも

時間・日数応相談！

7月1日オープンしました！

千歳市みどり台北2丁目5-14株式会社 ミナモト

0123-21-8264
●お気軽にお電話ください。

担当/坂、長谷川

仕　事▶ 利用者様のバイタルチェック、 
健康管理等

給　与▶   時給1,100円
時　間▶ 9:00～16:00
勤　務▶月～金
休　日▶ 土日、年末年始
待　遇▶ 社保完備（勤務による)、 

車通勤可、制服貸与
勤務先▶ 千歳市みどり台北3丁目5-8

◆ 看護師

「デイサービス ゆう」

看護師募集

千歳 パ 看護師

期　間▶即日～9月末まで ※延長可
時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 

夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひ
げは禁止、貴金属類の着用不可

給　与▶ 昼勤/時給920円 夜勤/時給1,000円 
※22～翌5時は深夜時給1,250円 
★月末月初手当あり！　 
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間と毎月初めの3日間は、1日出勤ごとに
1,000円支給

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★JRサッポロビール園駅より徒歩15分
 0123-34-1128《受付》9～18時

人事採用担当まで

お仕事の様子は
コチラ!!◆ 期間中1日～OK!! ◆ 交通費規定支給

◉JR恵庭駅から無料送迎有※時間による

恵庭 ア パン・和洋菓子・弁当等の製造補助、仕分け

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

時　間▶ ①【商業施設エリア内ごみ回収等】 
　7:30～16:30、12:00～21:00 ※実働7.5h 
②【商業施設エリア内トイレ清掃】 
　8:30～17:30、11:00～20:00、 
　11:30～20:30 ※実働7.5h 
③【スーパーラウンジの清掃】 
　7:30～12:30 ※実働4h 
④【フードコート内の清掃】 
　11:30～20:30 ※実働7.5h 
⑤【商業施設エリア内のトイレ清掃】 
　19:00～22:00 ※実働3h 
⑥【商業施設エリア共用部清掃】 
　21:00～翌1:00 ※実働4h

給　与▶ ①②③④⑥/時給920円 ⑤/時給1,000円 
※22時以降深夜割増有 ※試用期間/時給900円

休　日▶シフト制 ※応相談
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、交通費規定支給

新千歳空港 日常清掃スタッフ募集

日数・時間 
応相談

1,000時給
920～ 円

千歳 パ 清掃


